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プロマ・ポリシーでこんな能力を身につけて卒業しま

すよといったもの、あるいはそれが合成されて1つの

科目になっていると、そんなふうに考えればいけるん

じゃないかということで考えたものです。

経済学部のPE指標自体は、 7 年ぐらい前にこんな

ふうにやってみようというアイデアを出して、GPに

採択していただきまして、経済学部で続けてきまし

た。これをもうちょっと全学に、PE指標の―PE指

標というのはプラクティカル・エコノミスト指標で

すが―、それの欠点とか弱点とか、そういったも

のをなくして、また経済学部特有のものをもう少し一

般的にしようということで考えてみまして、実は 1 年

半ぐらい前にこの会場でOCU指標と書いて、「案」と

するにはちょっとまだほど遠いから、「夢」と書いて、

私は「OCU指標というのを考えているんですけど、

ちょっとほど遠いですかね」と言いながらここでお話

ししましたところ、実は文科省のこのAPがあるとい

うことで、それを出してみて、もし通してもらえたら

予算がつくし、全学でやっていけることになるんじゃ

ないかと。そういうことで応募したところ、採択して

いただいたということになります。

PE指標、OCU指標の前身というものですが、今お

話ししましたように、例えばこれ、一番簡単なのでわ

かりやすいこの表を出してみました。提供している科

目、基礎演習とかイノベーティブワークショップとい

う、こういったそれぞれの科目、この科目である点数

をとる、それって何が身についたんだと。この基礎演

習というのは情報収集とかプレゼンテーション、こ

れをOCU指標では学修成果と呼びますが、さまざま

な学修成果、能力を、基礎演習というのはある配分、

教務担当部長の橋本です。よろしくお願いいたしま

す。教務担当部長といいますか、OCU指標というの

をつくった本人です。あるいはその前身のPE指標と

いうのをつくりました。それがこれからご説明する内

容になります。

まずOCU指標、先ほど学長からも説明がありまし

たOsaka City UniversityのOCU指標です。学生が各

科目でいろんな授業を履修します。その各科目で提供

されて、どんな内容が身についたのかというのを、科

目名だけではよくわからないと。その科目が一体どん

なことを教えているのか、学生は身についたのかとい

うことを、複数の学修成果、ここではいろんな能力と

か、そういったものを学修成果と呼んでいますけれど

も、そういうものに分解して数値化、あるいはそれを

どんどん履修していくごとに累積していくということ

で、各学生が現在の自分自身の学修状況と、それから

それぞれが一体将来どんなふうなキャリアを目指して

いるのか、そういったものに一番いい学修成果が身に

つくように、自分がどうしたらいいかということを自

律的に、主体的に考えると、そういったものが作れた

らなというふうに考えました。

それぞれの科目で提供されている内容を学修成果に

分解するということですけれども、一番最初は、私、

多変量解析とかを授業でやっておりまして、因子分析

の手法と、ご存じの方もいらっしゃるかと思います

が、そういうふうに、いろんな科目である成績をとっ

ている、その学生のとっている成績、身についた点数、

それってその科目名じゃなくて、もうちょっと背後の

要因、因子というものがあるのではないかと。後でお

話ししますが、その因子というのがうちの大学のディ

■　APキックオフシンポジウム（報告2）

OCU指標の開発と活用の紹介
橋　本　文　彦

大阪市立大学教務担当部長・経済学研究科教授

HASHIMOTO Fumihiko
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というものを考えるためには、まんべんなく平均的に

全ての能力を身につけるのではなくて、まさに質保証

としては最低限のある程度の全ての分野の能力が必要

ですが、それを越えた上で各能力を先ほど申しました

自分の志向するキャリアに合わせて、私はこの能力を

特に身につけたいと、そういったものを自律的に選ぶ

ことができるようにすべきではないかというふうに考

えました。

この演習科目に偏った数値配分というのは、ちょっ

と迷うところではあるんですが、これを全学共通科目

まで含めて全ての科目に対して配分を行おうというの

がOCU指標の考えです。

また、PE指標ではGPAと別に設計しておりました

が、OCU指標ではGPAと、それから昨年度設計して

今年度から動いております科目ナンバーというのを両

方うまく使うことで一つのOCU指標にまとめ上げる

と。

実はOCU指標は、後でこれもお見せしますが、レー

ダーチャートの数値を全部足し算して科目数で割ると

GPAと数値が一致するというふうに設計してあります

ので、そのような形でGPAとOCU指標どっちをどう

使おうかということで悩む必要がなくなるというもの

です。

先ほど申しましたように、本学のディプロマ・ポ

リシーで、卒業する際にはそれぞれ全ての学生がこの

能力とあの能力とその能力を身につけて卒業していき

ますよということをうたいます。この後、全学の 3 ポ

リシーをもう一回、再検討の結果として来月ぐらいに

決まるところですが、そのディプロマ・ポリシーでこ

の能力を身につけますよということと、じゃあそのた

めのカリキュラム、さらに言えば、一つ一つの科目で

一体そのディプロマ・ポリシーでうたっているどの部

分をどれだけ養成しているんだと。最後にこれだけ身

につけるということがあるからには、当然それぞれの

科目で何がしかの部分を養成しているはずだというこ

とで、このDPでうたっている能力が具体的にどの程

度培われるのかを可視化すると。これによって本学の

DPでうたっているものをきちんと養成していますと、

一定程度の科目をこういうふうに履修していくとこう

いう能力が身についているということ、それを質保証

これは 4 対 3 対 1 対 1 対 1 対 2 程度に提供している。

IW（イノベーティブワークショップ）という科目で

はある配分でこれらの能力を提供している。先ほど申

し上げました、この基礎演習というのを背後の要因に

分解していくと、こんなふうに分解できると。これを

あらかじめ配分を決めておくと。

あらかじめ配分を決めた上で担当の先生はそれぞれ

の点数を今までどおりつけていくと、その今までどお

りつけられた点数がこのあらかじめ配分されたところ

に入る。それぞれ点数がここに配分されていって、学

生はそれぞれ情報収集の能力をこの科目では多目に身

につけることができるし、分析能力は主に演習4のほ

うで身につくことができると。現在の自分がどの能力

をどのくらい身につけたかということをもとにして次

に何を学ぶべきかということを考えることができると

いうものでした。

このPE指標（プラクティカル・エコノミスト指標）

をもう少し全学に、あるいは先ほどもありましたよう

に、よその大学にも使えるようにするにはどうしたら

いいかということで、プラクティカル・エコノミスト

指標を使う際にちょっと困っていたところは、例え

ばPE指標はGPAとは関係なく設計しておりましたの

で、学生が見るときに、GPAで見たほうがいいのか、

PEで見たほうがいいのかというようなことで扱いが

少し困難なことがある。 2 つの数値のどちらを扱うの

か、ということがありました。

それから、演習科目に偏った数値配分をしていまし

た。例えば、全学共通科目については、科目数をたく

さんとれば、それで基礎学力は身につくと。基礎学力

というふうに一つにまとめてしまっていて、今のよう

な配分というものは演習科目だけにやっていた、専門

科目だけにやっていたというものがありました。

それから、PE指標そのものが――後でお見せしま

すが――レーダーチャートが大きくなるとか、平均的

に高い能力を身につける、あるいはまんべんなくそれ

ぞれの学修成果を身につけるということを考えていま

した。

しかし、よく考えてみると、全ての能力をまんべん

なく身につけたいというのではなくて、学生の個性・

多様性あるいは学部・学科の個性、そういった多様性
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かじめこの学修成果を各科目群に対して配分しておき

ます。配分した結果、先ほどのこの学生のα95点とい

うのをとると、このGP（グレード・ポイント）でい

うと 4 点がつきますので、この配分がそのまま満点と

して身につくと。

それから、βについてはこれだけの配分があったん

ですが、点数が低いので、GPに基づいてその分圧縮

されて、これくらいしか身についていませんと。γは

81点だったので、この配分がそのままの比率でここに

圧縮されています。

学生は、この 3 科目を履修したことで、Aの学修成

果、能力をこれとこれとこれ、Bについてはこれとこ

れとこれ、Cについてはというふうに、学修をして、

科目を履修して習得するごとにあらかじめ配分された

成果をその点数に基づき累積的に身につけていって、

こんな形で、Aについてはこれだけ、Bについてはと

いうふうに、人によってはまんべんなく身につける人

もいるでしょうし、人によっては特定のものが突出す

る場合もあるかもしれません。また、全体に大きいと

か、全体に小さいということもあるかもしれません。

この全体の大きさの最低限は質保証として当然要りま

すが、それより大きくなった部分についてはそれぞれ

の個性に従って彼らは学修してくれると、そういうふ

うに考えております。

このOCU指標のいいところは、できるだけコスト

と労力をかけない。先ほども申しましたように、最初

にこの学修成果の配分というのをイニシャルコストと

してつくる。この科目ではこれらの成果をこんなふう

な割合で提供していますよということを、身につきま

すよということをイニシャルコストとしてつくれば、

あとは今までどおり先生が採点をすれば、 1 個採点を

すれば、ここにその配分比率でタタタっとこういうふ

うに入っていきますので、ランニングコストはほとん

どかからないと。

これを一個一個学修成果ごとに各科目の担当者がこ

の成果Aについては何点、Bについては何点、Cにつ

いては何点とやっていくとよりよいのかもしれません

けれども、コストがかかり過ぎて、労力がかかり過ぎ

て、むしろこれをやることで個々の学生への指導が行

き届かないということになったら本末転倒ですので、

として用いますというものです。

一方で、OCU指標は、「最後に質保証をします」、「卒

業生はこれを全部身につけました」というだけに意味

があるわけではありません。むしろ、と言うと言い過

ぎかもしれませんが、その途中段階で学生自身や、あ

るいは教員がそれぞれの学生の途中段階での個別の学

修状況を見て、こうしたらいいんじゃないか、学生の

ほうは先ほどからの自分のキャリアのためにこういう

ふうに学べばいいんじゃないか、教員のほうは、この

人はこういうものを目指しているはずなのに、この部

分が弱いじゃないか、どうアドバイスしようか、そう

いったところの、これまでそれぞれの学部の教務委員

あるいは科目の担当者、あるいはゼミの指導教員、そ

ういった人たちが一生懸命データを調べてやっていた

ことをこれまでよりも手軽に知って、次の行動の指針

とすることができるということで、卒業時の質保証の

APに応募したわけですが、プラス、それだけではなく、

途中段階での自律的な行動、教員のサポートのしやす

さ、そういったものもこのOCU指標では考えている

というふうになっております。

口頭でお話ししただけだとちょっとわかりにくいと

ころがあったかもしれませんが、改めてこの絵でご説

明したいと思います。

例えば、ちょっと小さいところがありますが、あ

る学生、学生 1 番の学生さんですね。この学生が、こ

れは 1 つの科目、αという科目、βという科目、γと

いう科目があると。αの科目で95点をとりました、β

の科目では68点でした、γの科目では81点でしたとい

うふうに、 1 人の学生がそれぞれ科目で点数をとって

いきます。あらかじめこのαとかβとかγといった科

目、正確には個々の科目ではなくて、科目ナンバーご

と、科目ナンバーで同一の場所に位置づけられる、そ

の科目ナンバーごとの科目群に対して、科目群αでは

学修成果、先ほどの分析能力とか検索能力とか、そう

いった能力を、科目αではこの長さ、比率、例えばこ

の場合は 1 対 1 対 1 対 1 対 1 という形で養成しますよ

と。それから、科目群βでは、AとBの学修成果につ

いてはあんまりふれませんが、主にCの学修成果を重

視して提供しますと。それから、科目γでは、A、B、

Cは余り小さくないけど、DとEを大きくします。あら
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できる限り少ないコスト、ランニングコストは今まで

よりは少なくともかからないですが、学生が自律的に

学習する、あるいは教員が―― 1 つ前のスライドで出

ましたが――学生自身が自律的にやることと、教員が

学生をサポートする、そのための時間に費やしてもら

うと。そういったことを考えてできるだけ少ないコス

トで導入ということを考えております。

少ないコストだからといって、ここ、最後に導入計

画というのを書くか書かないか。書いてしまうと、何

となく学内の多くの先生から「何だよ、それ」と言わ

れるかもしれないなと思いつつも、去年しゃべったと

きは「夢」でしたが、これはもう「計画」と書いてし

まっております。もちろん、今既にOCU指標でこう

いう配分の仕方、こういうふうにやっていったらどう

かということで、幾つかの学部の先生と相談させてい

ただきながら、いろんなご意見がありまして、私のほ

うではこんなふうにやったらいいかなと思ったことに

対しても、「いや、それよりもこうすべきじゃないか」

とか、ご意見をいただくと、いただくたびに「うー

ん、そっちのほうが納得できる気もする」とか思いな

がら、ちょっと揺れながらではありますが、そのため

に時間もかけて、まずはPE指標で既にこれまでやっ

てきた経済学部は平成29年度にOCU指標を先行導入

する。これは今までと同じ方向で行けるので行けるか

なと。平成30年度、この29年度、 1 年かけていろんな

学部の先生、全学共通の先生と相談させていただきな

がら全学共通教育科目の学修成果配分というものを決

定と。そこで次に導入できるようにする。

また、31年度には、さらにこれを超えて各学部の専

門科目で学修成果配分を決定し、OCU指標を導入し

ていただくと。こんなふうに考えております。

時間も、 1 年かけて配分を考えて、その配分の仕方、

各学部あるいは学科の多様性、それから各学生個人の

多様性、そういったものを大切にしながら、むしろそ

れを生かす方向で考えていきたいと思っております。

ということで、私のほうからは、OCU指標とはど

ういったものか、質保証はもちろんですけれども、そ

れにプラスして途中途中での有効活用というようなこ

とも含めてご説明を申し上げました。（拍手）
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1

「大阪市立大学ＡＰ事業の概要」

②OCU指標の開発と活用の紹介

大阪市立大学 教務担当部長・経済学研究科教授

AP事業プロジェクト推進委員会副委員長

OCU指標チームチーフ

橋本 文彦

1

学生自身による学修状況の確認

• 各科目で提供されて身につく内容を複
数の学修成果に分解して数値化・累積
することで，各学生が現在の自身の学
修状況とそれぞれが希望するキャリア
のために身につけるべき学修成果を見
比べて，今からどのような能力を身につ
けるべきかを考えることが出来る．

2

ＯＣＵ指標の前身：ＰＥ指標

3

情報
収集

プレゼン
テーション

問題
発見

分析 論文
執筆

コミュニケー
ション

基礎演習 ４ ３ １ １ １ ２

ＩＷ ２ ３ ３ １ １ ２

論文演習 １ １ ２ ３ ３ ２

演習３ ２ ２ ３ １ ２ ２

演習４ １ １ １ ４ ３ ２

ＰＥ指標からＯＣＵ指標への改良

• ＰＥ指標はＧＰＡと別に設計されたので，
両者の関係の扱いが難しかった．

• 演習科目に偏った数値配分であった．

• 全体の数値が平均的に高いことが求め
られたために，他学部での導入が難しく
，また学生の「個性・多様性」を反映しき
れていなかった．

4

DPの可視化と科目ナンバー

• DPに記載されている「卒業までに身につ

けるべき複数の能力」について，科目ナ
ンバーごとに修得できる能力を配分する

• これによって，DPでうたっている能力が

具体的にどの科目でどの程度培われる
のかを可視化出来る．

5

OCU指標の活用

• OCU指標は，最後に身につけた成果の
みに意味があるわけではない．

• あくまでも途中段階で学生自身や教員
が，それぞれの学生の個別の学修状況
を「これまでよりも手軽に」知って，次の
行動の指針となるものである．

6
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2

【AP事業】
OCU指標
(総合化指
標)の
イメージ例

7

OCU指標の導入計画

• 平成29年度に経済学部で先行導入

• 平成30年度に全学共通教育科目で学
修成果配分を決定

• 平成31年度に，各学部専門科目で学修
成果配分を決定

8

「大阪市立大学ＡＰ事業の概要」

③学修成果の質保証のための
総合スキーム紹介

大阪市立大学 大学教育研究センター教授

AP事業プロジェクト推進委員会委員

学修推進チームチーフ

飯吉 弘子

9 10

【本学の
AP事業】
OCU指標

とその活
用スキー
ムによる
学修成果
の質保証

色ごとに
異なる

取組スキ
ームの
流れ

＜教学ＩＲチーム＞

間接評価指標データの収集

・・・学生・卒業生・教員調査等の企画・実施を行い
分析結果を取りまとめて全学の共有を図る。

[当面の調査実施予定](翌年度に分析）

2016年度：学士課程 上級生調査

2017年度：教員意識調査(ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ型教育

事例収集も予定。WEBﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化。）

2018年度：学士課程 1年生調査

（同チームは大学教育研究センター評価部門と協働）
11

＜学修推進チーム＞
「学修支援推進室」の企画･運営

(学修支援・教育支援の推進)
･･･TA・SA等の養成、学修相談の体系化、

アクティブラーニング型学修・教育推進支援

12

＜全学ＦＤ・ＳＤチーム＞
FD・SD(事業)の企画・運営

･･･アクティブラーニング型教育実践支援も含む、
組織的な教職員のFD・SDと教育改善推進支援

（いずれのチームも、

大学教育研究センター教学･FD部門と協働）
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13

学修支援推進室は、AP事業の採択のもと、入学から卒業に

かけての「学修成果の質保証」の取組の一環として、学生の
自主的・能動的な学修とそれを促進する教育をサポートする
ために開設されました。

学修支援推進室の機能・役割
学修支援推進室は、専属スタッフが、学生の学修の振り返り、
学修目標設定および相談等の指導・支援を行うとともに、教員
のアクティブラーニング型教育の支援も行います。

授業時間外に、学生が、自習や、授業準備のためのグループ
ディスカッション・グループワーク等が行えるスペースも併設し
ています。

学修支援推進室における特任・TA

• 特任教員：OCU指標を用いた個別学習支援・
TA/SAの育成支援

・TA/SA＆特任教員
(＆ポスドク研究員?)
：能動的学修(アクティブラーニング)型
学修・教育支援

【今後】業務内容・範囲や
育成方法を具体化
していく必要 14

現在は、全学共通教育棟１階自習室の
一部に学修支援推進室を建設準備中

学修相談・
授業時間外
のグループ
ワークもでき
るスペースも
準備中。

15

学生の

自律的学修
に役立つ
学びの

ティップス
をまとめた

リーフレット
づくりも予定

既存の学修相談室等との連携の模索

例：

• 数学相談室

(１年生対象に理学部棟4階で週2回開室。

試験前は毎日開室。特任教員が対応。）

↓
全学共通教育棟１階の学修支援推進室

との連携ができないかなど相談・模索中。

（ポスドク研究員による相談も検討？）16

OCU指標や間接指標や総合活用スキーム
大学の教育改善・PDCAにも活用

・学修成果の点検・評価

・カリキュラムの点検・改善

・3ポリシー(DP/CP/AP)の点検・改善

etc.

(本事業の点検・評価

･･･外部評価委員会、学内教育評価委員会、
隔年実施の評価会議） 17

本学の真のニーズに沿った事業展開・支援

OCU指標や間接指標、学修支援推進室や
その総合活用スキーム等は、あくまでも

本学の学生の真の学び・深い学びのため
のツールの１つ

総合大学としての本学の現実の

多様な状況やニーズにあった活用や支援
を、模索していきたい。 18
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